
ＳＬ-ａ２ ＳＬ-ｂ ＣＷ-ａ ＳＬ-ｃ

スマッシュライン15 スマッシュライン15 クレールウッド15 スマッシュライン15

MWシルクホワイトE ＭＷアトランティックブルーC ＭＷデンダーブラウン ＭＷアイボリーブラックC

幕板 クリアホワイト クリアホワイト オフホワイト クリアホワイト

ＣＷ-ｃ

K01-BE K02-BE K03-WH K04-WH

クレールウッド15

ＭＷバッケングレー

オフホワイト

ファインクレスタ15 和ボーダー15 和ボーダー15 プラシード15 ＣＷ-ｄ

ＭＷレーベンベージュB MWサトルベージュ MWソルホワイト MWミルキーホワイトH

K05-GY K06-GY K07-WH K08-WH

クレールウッド15

ＭＷサトルブラックB

シルバスタイル15 和ボーダー15 ランブル15 スマッシュライン15 オフホワイト

ＭWフィットグレー MWハイドｸﾞﾚーB MWシルクホワイトD MWシルクホワイトE

K09-WH K10-WH K11-BE K12-BL

キューブシュクレ15 シュプリストーン シュプリストーン シュプリストーン

MWサトルホワイトB MWルーチェホワイトB MWマーチベージュ MWボワブラックB

K04-WH K08-WH

プラシード15 スマッシュライン15

MWミルキーホワイトH MWシルクホワイトE

K01-BE K02-BE K05-GY K12-BL

ファインクレスタ15 和ボーダー15 シルバスタイル15 シュプリストーン

ＭＷレーベンベージュB MWサトルベージュ ＭWフィットグレー MWボワブラックB

オフホワイト

ＭＷカバードグリーン

高級仕様 外壁サイディングリスト（ＫＭＥＷ/15ｍｍ）

ア
ク
セ
ン
ト

ＣＷ-ｂ

クレールウッド15

ベ
ー

ス
柄

MWマーチベージュ

シュプリストーン

K11-BE

03　上下張分けDesign

単
色

02　全面張りモールDesign

01　　縦 張 分 け　Design

ベ
ー

ス
柄

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。 詳細はサンプル等でご確認下さい。
※2017.10.02発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合ございますのでご了承下さい。



PW-a15 PW-b15 PW-c15 GW-b15

パティナウッド パティナウッド パティナウッド グレアウッド

アンクMGホワイト アンクMGナチュラル アンクMGブラック トスコMGシルバー

幕板 クリアホワイト クリアホワイト オフホワイト クリアホワイト

NA-CR15 NB-BE15 NC-WH15 NE-WH15

ステディストーン ステディストーン ルベリアストーン調 フリディア

エミュMGクリーム エミュMGベージュ ハウッドMGホワイト ディアMGオフホワイト

NF-WH15 NG-PA15 NH-NA15 NJ-OR15

フォストライン フォストライン クリレタイル スピアージュストーン調

リスタMGピュアホワイト リスタMGバーチメント サティスMGナデシコ ラメラMGオレンジ

NK-WH15 NL-BE15 NM-BR15

リシェルストーン リシェルストーン リシェルストーン

オルドMGホワイト オルドMGベージュ オルドMGブラウン

NE-WH15 NN-WH15

フリディア ルスコミュール調

ディアMGオフホワイト バーゼMGホワイト

NA-CR15 NC-WH15 NI-AL15 NM-BR15

ステディストーン ルベリアストーン調 クリレタイル リシェルストーン

エミュMGクリーム ハウッドMGホワイト サティスMGアーモンド オルドMGブラウン

高級仕様

ア
ク
セ
ン
ト

GW-a15

グレアウッド

トスコMGブラウン

オフホワイト

01　　縦 張 分 け　Design

02　全面張りモールDesign

ベ
ー

ス
柄

ND-CR15

ルべリアストーン調

ハウッドMGクリーム

NI-AL15

03　上下張分けDesign

クリレタイル

サティスMGアーモンド

NN-WH15

ルスコミュール調

バーゼMGホワイト

ベ
ー

ス
柄

単
色

NJ-OR15

スピアージュストーン調

ラメラMGオレンジ

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。 詳細はサンプル等でご確認下さい。
※2017.08.28発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合ございますのでご了承下さい。

外壁サイディングリスト（ニチハ/15ｍｍ）



ＮＳ-ａ ＮＳ-ｂ ＮＳ-ｄ ＺＷ-ｇ

ニューストライプ8 ニューストライプ8 ニューストライプ8 ゼブラウッド

ＭＷミルキーホワイト ＭＷアトランティックブルー ＭＷショコラブラウン ＱＷボワグレーＣ

幕板 クリアホワイト クリアホワイト オフホワイト オフホワイト

ＺＷ-ｈ

Ａ Ｇ Ｎ Ｏ

ゼブラウッド

ＱＷサトルブラック

オフホワイト

シームストーン スレッドストーン スレッドストーン ミニモ ＺＷ-ｋ

ＭＷクローズグレー ＱＷアルバホワイト ＱＷニュアンスホワイト ＱＷファインピーチ

Ｔ ＫＡ ＫＢ ＫＣ

ゼブラウッド

ＱＷカバードグリーン

シフォンストーン スレッドストーン アビイブリック リュージュ オフホワイト

ＭWパレスベージュ ＱＷニュアンスグレー ＱＷエーデルホワイト ＱＷシルクホワイトＥ

ＫＤ ＫＥ ＫＦ ＫＧ

メイズスクエア パストラル パストラル パストラル

ＱＷコンフォートホワイトＣ ＱＷピュアベージュ ＱＷニュアンスベージュ ＱＷボワブラックＤ

Ｏ ＫＣ

ミニモ リュージュ

ＱＷファインピーチ ＱＷシルクホワイトＥ

Ａ Ｇ Ｔ ＫＧ

シームストーン スレッドストーン シフォンストーン パストラル

ＭＷクローズグレー ＱＷアルバホワイト ＭWパレスベージュ ＱＷボワブラックＤ

クリアホワイト

ＭＷストレートグレーＣ

ベ
ー

ス
柄

単
色

03　上下張分けDesign

02　全面張りモールDesign

01　　縦 張 分 け　Design

高級仕様    外壁サイディングリスト（ＫＭＥＷ-3/14ｍｍ）

ア
ク
セ
ン
ト

ＮＳ-ｉ

ニューストライプ8

ベ
ー

ス
柄

ＱＷニュアンスベージュ

パストラル

ＫＦ

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。 詳細はサンプル等でご確認下さい。
※2017.10.02発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合ございますのでご了承下さい。

【 準耐火構造仕様 】



PW-a PW-b PW-c GW-b

パティナウッド パティナウッド パティナウッド グレアウッド

アンクMGホワイト アンクMGナチュラル アンクMGブラック トスコMGシルバー

幕板 クリアホワイト クリアホワイト オフホワイト クリアホワイト

NA NB NC NE

ステディストーン ステディストーン ルベリアストーン調 フリディア

エミュMGクリーム エミュMGベージュ ハウッドMGホワイト ディアMGオフホワイト

NF NG NH NJ

フォストライン フォストライン クリレタイル スピアージュストーン調

リスタMGピュアホワイト リスタMGバーチメント サティスMGナデシコ ラメラMGオレンジ

NK NL NM

リシェルストーン リシェルストーン リシェルストーン

オルドMGホワイト オルドMGベージュ オルドMGブラウン

NE NN

フリディア ルスコミュール調

ディアMGオフホワイト バーゼMGホワイト

NA NC NI NM

ステディストーン ルベリアストーン調 クリレタイル リシェルストーン

エミュMGクリーム ハウッドMGホワイト サティスMGアーモンド オルドMGブラウン

高級仕様    外壁サイディングリスト（ニチハ/14ｍｍ）

ア
ク
セ
ン
ト

GW-a

グレアウッド

トスコMGブラウン

オフホワイト

01　　縦 張 分 け　Design

02　全面張りモールDesign

ベ
ー

ス
柄

ND

ルべリアストーン調

ハウッドMGクリーム

NI

03　上下張分けDesign

クリレタイル

サティスMGアーモンド

NN

ルスコミュール調

バーゼMGホワイト

ベ
ー

ス
柄

単
色

NJ

スピアージュストーン調

ラメラMGオレンジ

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。 詳細はサンプル等でご確認下さい。
※2017.05.29発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合ございますのでご了承下さい。

【 準耐火構造仕様 】
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